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【 SilverStone 社 HDMI 出力と USB ハブ機能搭載の「EP14」並びに 

HDMI と VGA 同時出力対応の「EP16」を販売開始  】 

株式会社ディラック(本社：東京千代田区)は SilverStone Technology Co., Ltd.(本社：台湾)製、HDMI 出力 / USB ハブ搭載の

「EP14（製品型番：SST-EP14C）」並びに、HDMI / VGA 出力対応の「EP16（製品型番：SST-EP16C）」の USB アダプタ 2 製

品を、2019 年 3 月 26 日(火)より販売開始いたします。 

SilverStone は、PC・タブレットまたはスマートホンから TV やモニターまたはプロジェクターへの高解像度出力のニーズ及び、

現代のノートブックに必要な拡張性や充電性能を満たすべく、EP14 / EP16 という 2 つの USB アダプタを開発いたしました。 

EP14 は、最新の USB バスを利用して高スループットを実現、最大解像度は 4K (4096 x 2160 @30Hz)に、さらに画面出力と同

時に USB 3.1 Gen1 ハブ機能も使用可能です。Type-C コネクタは Power Delivery 2.0 (PD 2.0)に対応しますので、娯楽や出

張、プレゼンテーションや展示といったシーンでの最新世代コンピューターおよびモバイルデバイスへの応用が確実に行えます。 

EP16 はアナログ VGA と HDMI の出力に対応、最大解像度は 2560 x 1600 @60Hz（VGA）、4096 x 2160 @30 Hz（HDMI）と

なっており、さらに HDMI と VGA の同時出力も可能です。 

両製品は、ノートブックやモバイルデバイスをより高い次元で活用したいユーザーにとって、素晴らしい選択肢となる製品です。 

 

■製品名  EP14  （製品型番：SST-EP14C  JAN: 4571388270508) 

■希望小売価格  6,500 円（税抜き） 

■メーカーURL  https://www.silverstonetek.com/product.php?pid=839&area=jp 

■製品名  EP16  （製品型番：SST-EP16C  JAN: 4571388270515) 

■希望小売価格  4,500 円（税抜き） 

■メーカーURL  https://www.silverstonetek.com/product.php?pid=832&area=jp 

 

■製品 URL  http://www.dirac.co.jp/sst-ep14c-sst-ep16c/ 
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■製品特徴（EP14） 

・3 基の 5Gbps Super Speed USB 3.1 Gen 1 USB ポートを提供 

・HDMI 解像度は最大 4096x2160 @30Hz 

・Power Delivery 2.0 (PD 2.0)対応 ・高品質アルミニウム製ケース 

・小型でポータブル   ・ドライバ不要 

 

■製品特徴（EP16） 

・VGA 解像度 WUXGA (1920 x 1200 @120Hz)、WQXGA (2560 x 1600 RB @60Hz) 

・HDMI 解像度 4096 x 2160 @30Hz 

・デュアルスクリーンディスプレイへの同時出力に対応 

 ※デュアル出力時の最大解像度は、それぞれ 1920 x 1080 

・拡張およびミラーモード対応  ・高品質アルミニウム製ケース 

・小型でポータブル   ・ドライバ不要 

■製品仕様（EP14） 

■製品仕様（EP16） 

製品名 EP16 

製品型番 SST-EP16C 

JAN コード 4571388270515 

製品寸法 /重量 (W)62mm x (H)12.4mm x (D)40mm / 44.5g 

搭載チップ VIA VL100 / ITE IT6562FN 

信号入出力 入力：USB3.1 Type-C / 出力：HDMI x1、VGA（D-Sub15 ピン）x1 

最大解像度 
HDMI：4096 x 2160（30Hz） / VGA：1920 x 1200（120Hz）・2560 x 1600 RB（60Hz） 

※HDMI / VGA 同時出力時は 1920 x 1080 

動作温度 / 湿度 0℃～45℃ / 10%～80% RH 

ケーブル長  100mm 

保証期間 1 年 

備考 
製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。 

入力側の USB は、DisplayPort Alternate Mode に対応している必要があります 

製品名 EP14 

製品型番 SST-EP14C 

JAN コード 4571388270508 

製品寸法 /重量 (W)97.2mm x (H)44mm x (D)14.7mm / 71.3g 

搭載チップ Fresco Logic FL5002 / Parade PS176 

信号入出力 
入力：USB3.1 Type-C / 

出力：HDMI x1、USB 3.1 Gen 1 Type-A x3、USB 3.1 Gen 1 Type-C（PD 2.0 充電対応） x1 

最大解像度 4096 x 2160（30Hz） 

動作温度 / 湿度 0℃～45℃ / 10%～80% RH 

ケーブル長  100mm 

保証期間 1 年 

備考 
製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。 

高解像度ビデオ出力及び電力供給には、DisplayPort Alternate Mode 対応 USB に接続の必要があります 
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■製品画像（EP14）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■製品画像（EP16） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■お問合せ 株式会社ディラック PC 事業部 

電話：03-5298-3880  /  e-mail：information_dirac@dirac.co.jp 

※ご不明な点などございましたら、上記までお問い合わせください 
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